
１R QF SF F

奥原　織 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ)
近藤　弘美 (テニスフレンズ) 奥原・近藤

木場田美津子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 64

仲間さゆり (三萩野クラブ) 増本・山時

折元　由紀 (北九州ウエスト) 62

板東すずこ (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 増本・山時

増本　尚子 (テニスＤＩＶＯ) 76(2)

山時　美央 (オンザロード) 増本・山時

吉村　美央 （油山ＴＣ） 62

只安　舞子 (テニスフレンズ) 鈴木・久野

鈴木　裕子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 76(3)

久野　美貴子 (テニスフレンズ) 鈴木・久野

松林　なおみ （油山ＴＣ） 63

斉藤　麻佐子 （オーガスト） 畑田・蓑田

畑田　節子 （ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ） 62

蓑田　奈津巳 （北九州ウエスト） 高山・楠田

野田　優美 (三萩野クラブ) 64

吉田扶美代 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 野田・吉田

吉元　里美 (門司ＬＴＣ) 76(1)

河本　 満理 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 安部・川口

八木　洋子 （スプラージ） 61

山内　千雪 （エスタ城南） 安部・川口

安部　智美 (エスタ香椎) 76(2)

川口　清美 (テニスフレンズ) 高山・楠田

森園　みち子 （筑後の森TC） 62

関　紀代子 （筑後の森TC） 道中・池田

道中ゆかり (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 64

池田美奈子 (テニスＤＩＶＯ) 高山・楠田

柚木　静香 (テニスＤＩＶＯ) 61

吉岡 かをる （　　T　T　C　　　） 高山・楠田

高山　舞子 （油山ＴＣ） 62

楠田　千恵 （ ＩＴS九州 ）

１R SF F

木場田美津子 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ)
仲間さゆり (三萩野クラブ) 木場田・仲間

折元　由紀 (北九州ウエスト) 64

板東すずこ (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 木場田・仲間

吉村　美央 （油山ＴＣ） 76(5)

只安　舞子 (テニスフレンズ) 松林・斉藤

松林　なおみ （油山ＴＣ） 64

斉藤　麻佐子 （オーガスト） 柚木・吉岡

吉元　里美 (門司ＬＴＣ) 61

河本　 満理 (ｵｰｶﾞｽﾄＴＣ) 吉元・河本

八木　洋子 （スプラージ） 61

山内　千雪 （エスタ城南） 柚木・吉岡

森園　みち子 （筑後の森TC） 61

関　紀代子 （筑後の森TC） 柚木・吉岡

柚木　静香 (テニスＤＩＶＯ) 61

吉岡 かをる （　　T　T　C　　　）
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１R SF F

田中　恵子 （スプラージ）
渡邉　直美 （スプラージ） 池田・井上

池田　麻子 ( ｉｆ　ＴＣ　) 62

井上　いち子 (Love & Fight) 池田・井上

甲斐　明子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 62

大野　智恵子 （スプラージ） 宮本・瀬戸口

宮本こだま (Ｔ．Ｓ．ＴＲＹ) 61

瀬戸口　薫 (芦屋ＴＣ) 池田・井上

蕗谷　佐知子 （コスモス古賀） 61

近藤　比呂子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 蕗谷・近藤

坂田真奈美 (穴生ＴＣ) 62

姫路香洋子 (三萩野クラブ) 平野・福嶋

島　　恭子 （ フォーライフ ） 63

冨田　美由紀 （ フォーライフ ） 平野・福嶋

平野　芳美 (穴生ＴＣ) 62

福嶋　純子 （グランディールＴＣ）

１R F

田中　恵子 （スプラージ）
渡邉　直美 （スプラージ） 甲斐・大野

甲斐　明子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 64

大野　智恵子 （スプラージ） 坂田・姫路

坂田真奈美 (穴生ＴＣ) 75

姫路香洋子 (三萩野クラブ) 坂田・姫路

島　　恭子 （ フォーライフ ） 75

冨田　美由紀 （ フォーライフ ）

１R SF F

増田　留里子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）
百田　栄子 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 増田・百田

福崎　瑞江 ( NC-TC ) 60

工藤　公子 ( NC-TC ) 中原・岸本

有村　成子 (大野城ＴＡ) 62

千場　みどり （若久TC） 中原・岸本

中原　敏子 （ ハッカー ） 63

岸本　恵里子 （ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝＴＣ） 中原・岸本

三苫　照美 （ 筑紫ＡＭＩ ） 62

萩　眞澄 （ 筑紫ＡＭＩ ） 三苫・萩

古賀　静枝 （ ラリーメイ ト） 63

黒岩　園子 （ ラリーメイ ト） 大坪・向野

相良　勝美 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 62

熊本　美知子 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC） 大坪・向野

大坪　弘子 (三萩野クラブ) 63

向野　晴美 (門司ＬＴＣ)

１R F

福崎　瑞江 ( NC-TC )

工藤　公子 ( NC-TC ) 有村・千場

有村　成子 (大野城ＴＡ) 63

千場　みどり （若久TC） 有村・千場

古賀　静枝 （ ラリーメイ ト） 75

黒岩　園子 （ ラリーメイ ト） 古賀・黒岩

相良　勝美 （ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） 61

熊本　美知子 （ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC）
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